H29年度
事業所番号
1413002375
1414100848
1414201398
1414210068
1414210134
1451680008
1451680008
1452980035
1452980035
1452980035
1454180014
1454180014
1454280012
1461490044
1461590025
1462090207
1462690428
1462690485
1462690501
1462690519
1462690535
1462690568
1462790038
1462890085
1462890119
1462890127
1462990075
1462990075
1462990083
1462990109
1462990166
1462990182
1463090081
1463090206
1463090214
1464090049
1464090171
1464190047
1464190062
1464190062
1464190070
1464190070
1464190070
1464190088
1464190138
1464190146
1464290052
1471100097
1471100147
1471100212
1471100238
1471200087

2月調査対象事業所一覧

報告月H29/12 調査月H30/2 公表月H30/3

事業所名
南大和クリニック
相武台病院
湘陽かしわ台病院
今里リハビリステーション
えびな脳神経外科
医療法人社団 愛清 介護老人保健施設 せせらぎ
医療法人社団 愛清 介護老人保健施設 せせらぎ
介護老人保健施設 さくら
介護老人保健施設 さくら
介護老人保健施設 さくら
介護老人保健施設 神奈川セントラルケアセンター
介護老人保健施設 神奈川セントラルケアセンター
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス介護老人保健施設アゼリア
訪問看護ステーションエリア
花菜 訪問看護ステーション
つるかめ訪問看護ステーション かみおおつき
みんなの訪問看護リハビリステーション相模原
訪問看護リハビリステーション モーメント
総合相模更生病院 訪問看護ステーション
ライズ訪問看護ステーション
訪問看護ステーションゆらりん 相模原
独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院附属訪問看護ステーション
訪問看護ステーション 湊
訪問看護ステーションまつだ
サポート訪問看護リハビリステーション
ケアーズ訪問看護リハビリステーションみなせ
仁厚会 訪問看護ステーション
仁厚会 訪問看護ステーション
望星台訪問看護ステーション厚木
訪問看護ステーション ふたばらいふ
タツミ訪問看護ステーション厚木
在宅療養支援ステーション楓の風 あつぎ
セントケア訪問看護ステーション大和
訪問看護リハビリステーション ケアフォレスト
タツミ訪問看護ステーション大和
医療法人社団三喜会 鶴巻訪問看護ステーションいせはら
リビングケアさくら訪問ステーション
ケアハーモニー訪問看護ステーション
訪問看護ステーション ハートピアラ
訪問看護ステーション ハートピアラ
ハートケアステーション・コスモス
ハートケアステーション・コスモス
ハートケアステーション・コスモス
あおば福祉サービス 訪問看護
相武台病院訪問看護ステーション
訪問看護ステーションさがみ野
訪問看護ステーションびーな’Ｓ
ライフコミューン葉山
ＨＡＹＡＭＡ 銀の杜
葉山グリーンヒルケアセンター
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ葉山
特別養護老人ホーム きくの郷

介護サービス名
訪問リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
居宅介護支援
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
居宅介護支援
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
居宅介護支援
訪問看護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
介護老人福祉施設等

1471200095
1471200095
1471200103
1471200111
1471200152
1471200160
1471200368
1471200384
1471200426
1471200509
1471200525
1471200525
1471200533
1471200541
1471300150
1471300176
1471300325
1471300358
1471300481
1471300499
1471300564
1471300739
1471300747
1471300754
1471300762
1471300770
1471300788
1471300796
1471300804
1471400158
1471400166
1471400315
1471400323
1471400323
1471400331
1471400349
1471400471
1471400471
1471400489
1471400497
1471400513
1471400554
1471400596
1471400604
1471400612
1471400612
1471400620
1471400638
1471400646
1471400885
1471400893
1471400901
1471500197
1471500387

有限会社 エツエン
有限会社 エツエン
寒川ホーム ヘルパーサービス
寒川ホーム デイサービス
居宅支援センター きくの郷
デイサービスケアセンター きくの郷
あい介護センター
つどい処さむかわ居宅介護支援
デイサービスセンター福寿さむかわ
Ｌａ ｃａｓａ 春夏秋冬
ふじケアサービス寒川
ふじケアサービス寒川
ユニット型特別養護老人ホーム きくの郷
きくの郷 デイリハ
特定非営利活動法人 ワーカーズ大空
介護支援事業所りんどう大磯
ツクイ二宮
有料老人ホーム サニーライフ湘南
つぐみのおかコモンズ
りんどうデイサービスセンター大磯
りんどうデイサービスセンター国府
オリーブケアマネステーション
にのみやデイサービス ともの家
富士白苑大磯コーポ
あおばと介護相談
デイサービスきんかん大磯
大磯町社協ケアプランセンター
デイサービス ぽっかぽか 二宮
オリーブヘルパーステーション
ＮＰＯ法人 しあわせサービス
有限会社 エニー介護サービスヘルパーステーション
介護老人福祉施設 中井富士白苑
中井富士白苑 居宅介護支援センター
中井富士白苑 居宅介護支援センター
ケアプラン はなの詩
ケアセンター 足柄
大井町社協ケアセンター
大井町社協ケアセンター
特別養護老人ホーム レストフルヴィレッジ
デイサービス イルカの家
ショップ マハロ
おうち ＤＥ 介護
ケアセンター レストフルヴィレッジ
フィットケア カネコ
ヘルパーステーション富士
ヘルパーステーション富士
ザ・プライム
ケアサポート まごころ
居宅介護支援エリア
ＮＰＯ法人 居宅介護支援センターしあわせ
あかつき居宅介護支援センター
介護付き有料老人ホーム グランデュオイルカ 二号館
ハピネス
鐘の鳴る丘 訪問介護センター湯河原

訪問介護等
福祉用具貸与等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問入浴介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
福祉用具貸与等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
訪問介護等

1471500502
1471500528
1471500668
1471500676
1471500684
1471500692
1471500700
1471500726
1471600120
1471600187
1471600377
1471600385
1471600393
1471700128
1472600228
1472600657
1472600657
1472601366
1472601515
1472601515
1472601523
1472601531
1472601986
1472602224
1472602232
1472602372
1472602422
1472602448
1472602471
1472602497
1472602505
1472602513
1472602539
1472602554
1472602596
1472602596
1472602612
1472602638
1472602646
1472602653
1472602653
1472602695

シーサイド湯河原
居宅介護支援事業所 ラポートゆがわら
ヘルパー事業所 蜜柑
アレンジメントケア箱根仙石原
ハートフルデイサービス安養
はこね社協サービスセンター通所介護
ハートフルケアサービス安養
まごころデイサービス湯河原
居宅介護支援センター せせらぎ
ふれあい
だんらんの家 愛川
フォローライフ愛川
デイサービス はなもも
ヘルパーまごころ
株式会社 まちづくり公社
特別養護老人ホーム 塩田ホーム
特別養護老人ホーム 塩田ホーム
さがみはらケアステーション あやとり
株式会社エスティサービス 相模原営業所
株式会社エスティサービス 相模原営業所
ヘルパーステーションさがみ
ジェイケア
特定非営利活動法人 介護支援グループ すきっぷ
ＮＰＯ法人 グループホームシンフォニー
あおぞら訪問介護ステーション
千代田介護支援センター
ケアプラン相模が丘
プライミーよこよこ
ケアパートナー相模原
ヘルパーステーション花みずき
ケアプランセンター花みずき
まちづくり公社介護支援センター
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ小田急相模原
グレープ
ケアサービス うららか
ケアサービス うららか
グループホーム 松ヶ枝
デイサービスセンター松ヶ枝
まちづくり公社 ヘルパーステーション
ニチイケアセンター古淵
ニチイケアセンター古淵
柴橋商会 介護用品ショップ 相模原

介護老人福祉施設等
居宅介護支援
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
福祉用具貸与等
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
訪問介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等

1472602711
1472602737
1472602745
1472603065
1472603610
1472603768
1472603792
1472603792
1472603792
1472603842
1472603859
1472603917

相模原ケアハートガーデン グループホーム あじさい
グループホームすみれ
グループホーム オカリナ
アリビオこぶち壱番館
ほろわ介護センター
まんま
セントケア相模大野
セントケア相模大野
セントケア相模大野
あおぞら居宅介護支援事業所
デイサービスセンター 大野の杜
株式会社ねこの手

認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問入浴介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
訪問介護等

1472603925
1472603933
1472603941
1472603958
1472604030
1472604055
1472604097
1472604808
1472604832
1472604857
1472604881
1472604899
1472604907
1472604956
1472604964
1472604980
1472605003
1472605011
1472605037
1472605094
1472605110
1472605128
1472605169
1472608049
1472608056
1472608064
1472608072
1472608080
1472608098
1472608106
1472608114
1472608122
1472608148
1472608171
1472608205
1472608213
1472608239
1472608247
1472608296
1472608320
1472608338
1472608353
1472608387
1472608403
1472608411
1472608437
1472608445
1472608494
1472608494
1472608494
1472608502
1472608510
1472608528
1472608585

ネストケアセンター
ケアプラン フレンズ
株式会社 ハルクル 本社
やさしい手らいと小田急相模原訪問介護事業所
ジョイナス
エスペランサ相模原
マキ介護サービス株式会社
介護ステーション 風
プランセンター花束
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープぬくもり相模大野駅前
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ古淵
だんらんの家 相模原
特別養護老人ホーム よもぎの里 愛の丘
だんらんの家 上溝
デイリハ煌 ワカマツ
デイサービス清菊園
ツクイ・サンシャイン相模原
あすとケアマネ介護事務所
デイサービス花みずき
うのもり健康ハーフデイ
デイサービスわだつみ
特別養護老人ホーム りんどう麻溝
サロンディウェルハイム淵野辺
デイサービス リズム
イリーゼ相模大野居宅介護支援事業所
イリーゼ相模大野訪問介護センター
渕野辺総合病院居宅介護支援センター
クローバー介護サービス
ケアプラン ゆかり
居宅介護支援 あすか
訪問介護 あすか
アーバンリビング相模原
だんらんの家 相模台
クラーチ・ファミリア古淵
デイサービス寿楽
ありていプラス
ライフケア どんぐり
ケアステーションあおぞら
訪問介護 パタカラ
まちづくり公社南介護支援センター
ライブラリ淵野辺
居宅介護支援センター 大野台幸園
福祉クラブ生協 あいわ
はじめディサービス
セントケア相模原ちよだ
居宅介護支援センターＫ２
機能訓練型デイサービスＫ２
ツクイ・サンフォレスト相模原
ツクイ・サンフォレスト相模原
ツクイ・サンフォレスト相模原
訪問介護ハート
訪問介護 あみかる
Wake up Sports 相模原中央スタジオ
早稲田イーライフ淵野辺

訪問介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
訪問介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
通所介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等

1472608593
1472608601
1472608627
1472608650
1472608684
1472608692
1472608700
1472608775
1472608791
1472608817
1472608825
1472608833
1472608841
1472608858
1472608874
1472608908
1472608916
1472608916
1472608924
1472608999
1472700242
1472700374
1472700374
1472700432
1472700465
1472700770
1472700788
1472700994
1472701018
1472800380
1472800687
1472800703
1472800752
1472800760
1472800760
1472800786
1472800992
1472801032
1472801040
1472801040
1472801040
1472801065
1472801073
1472801081
1472801305
1472801339
1472801347
1472801362
1472801891
1472801917
1472801925
1472801933
1472801941
1472801958

リハビリテーションＯｎｅ
ＲＬＡ・ＲＬＡ居宅介護支援事業所
あんじゅの村
樹楽 相模大野
アクアケアサポート
アクアケアプラン
アクア若松デイサービス
健康ぷらす 上溝事業所
相愛なごみ館 訪問介護事業所
イリーゼ橋本中央
こころ相模原中央
リハビリデイサービスnagomiふちのべ店
あさがおケアプランセンター相模原
あさがおヘルパーステーション相模原
リハビリステーション アップ
デイサービスセンター福寿さがみ南磯部
ニチイケアセンター相模大野
ニチイケアセンター相模大野
リハビリテーション颯 相模原
ツクイ相武台
美山通所介護サービスセンター
特定非営利活動法人 三浦市介護サービスセンター
特定非営利活動法人 三浦市介護サービスセンター
はまゆう訪問介護ステーション
ソノラス・コート油壺
チームケアプロジェクト
訪問介護 ロード
さくらんぼ三浦海岸
はなことば三浦
有限会社 ウーマンケアサービス
ＪＡデイサービスセンターはだの
ケアサービスばなな秦野
特定非営利活動法人 野の花ネットワーク 通所介護事業所
オンリーワンケアセンター
オンリーワンケアセンター
ケアプロ２１はだの
介護支援サービス“どんぐり”
介護予防デイサービス あんしん元気 秦野
セントケア秦野
セントケア秦野
セントケア秦野
ベストライフ秦野
堀川デイサービスセンター
特定非営利活動法人みきフレンド・あさひ
デイサービス 暖だん
みかんクリニック通所リハビリテーション デイケアこ・みかん
アサヒサンクリーン在宅介護センター秦野
アースサポート秦野
ケアマネ湖
介護付有料老人ホーム「結」
デイサービス コミュニティー万年青
介護老人福祉施設 ユニット菖蒲荘
ケアステーションあさひ秦野
医療法人社団 佑樹会 居宅介護支援事業所 ひまわりの里

通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問入浴介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所リハビリテーション等
訪問入浴介護等
訪問入浴介護等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
居宅介護支援

1472801982
1472801990
1472802006
1472802014
1472802030
1472802063
1472802071
1472900347
1472900362
1472900362
1472900370
1472900495
1472900545
1472900552
1472900552
1472900560
1472900578
1472900602
1472900644
1472900669
1472900685
1472900958
1472900966
1472900974
1472900982
1472900990
1472901014
1472901022
1472901212
1472901220
1472901238
1472901246
1472901295
1472901303
1472901337
1472901345
1472902129
1472902194
1472902210
1472902228
1472902236
1472902244
1472902269
1472902277
1472902285
1472902301
1472902319
1472902327
1472902335
1472902343
1472902350
1472902376
1472902384
1472902392

ケアステーションあさひ渋沢
ハッピータウン デイサービスセンター
思いやりケア
デイサービス五幸 秦野
つるかめ居宅介護支援センター かみおおつき
モリフ鶴巻デイサービス
モリフ鶴巻ショートステイ
ワーカーズ・コレクティブさち
介護支援センター なごみ
介護支援センター なごみ
みみおくらぶ
ニチイケアセンター厚木北
デイサービスなごみ
コミュニティーハウス あゆらす
コミュニティーハウス あゆらす
居宅介護支援センター メイサムホール
特別養護老人ホーム メイサムホール
ケアセンター メイサムホール
有限会社 まごの手介護サービス 厚木営業所
トワイライトデイ サザンクラブ厚木南
シンフーディーファン そら
サニーライフ本厚木
居宅介護支援事業所 えまーぶる
通所介護事業所 えまーぶる
ケアサポートツマダ
睦合ホーム すこやか
森の里
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ本厚木
セキト介護ステーション
デイサービスさくら（厚木運動機能回復センター）
介護支援事業所 田中ｓａｎ
ヘルパーステーション みぃよ
デイサービスさくら（依知運動機能回復センター）
ジョイフルデイ サザンクラブ厚木西
デイサービスなごみ白山
近鉄スマイルサプライ 東日本営業部
訪問介護 てだすけ
ケアプラン・ＫＨＯＩＳＡＮ
指定訪問介護事業所 風のみち
リハビリ特化型デイサービス ムーブメント厚木北
ケアネットウインク厚木南 居宅介護支援事業所
グランモールさくら及川
デイサービス グランモールさくら及川
めいせいスマイルファミリー
ケアプラン さくらなみき
ミモザ厚木藤苑ヘルパーステーション
厚木訪問介護サービス
春色デイサービス
のぞみの家 本厚木
介護付有料老人ホーム「健康倶楽部館 ファンコート厚木」
デイサービスセンター「健康倶楽部館 ファンコート厚木」
小町山グリーンホーム
デイサービスセンター福寿あつぎ長谷
サニーライフ厚木デイサービス

通所介護等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
通所介護等
訪問入浴介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
福祉用具貸与等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
通所介護等

1472902400
1472902400
1473000337
1473000337
1473000402
1473000428
1473000444
1473000840
1473000857
1473000907
1473000915
1473000915
1473000923
1473000949
1473000956
1473000964
1473000998
1473001004
1473001236
1473001236
1473001244
1473001251
1473001269
1473001269
1473001277
1473001285
1473001285
1473001301
1473001327
1473001632
1473001640
1473001673
1473001707
1473001715
1473001723
1473001772
1473001780
1473001806
1473001814
1473001822
1473002549
1473002556
1473002564
1473002572
1473002580
1473002598
1473002606
1473002614
1473002630
1473002689
1473002697
1473002705
1473002713
1473002739

ケアセンターあさひ 在宅支援
ケアセンターあさひ 在宅支援
ニチイケアセンター大和
ニチイケアセンター大和
ツクイ大和鶴間
オー・ハッピー・デイ
アースサポート大和
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ大和
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ高座渋谷
サクラサービス株式会社
ツクイやまと
ツクイやまと
東京海上日動みずたま介護ＳＴ大和
ダームメディカルケアサービス つきみ野
スマイルケア 大和
エム・アップ デイサービス つきみ野
ベストライフ大和
東京海上日動みずたま介護ＳＴ大和ケアプランセンター
セントケア大和
セントケア大和
セントケア大和デイサービスセンター
メディケアセンター大和
つきみ野かりん
つきみ野かりん
まごの手ケアプランセンター
アイネット中央林間
アイネット中央林間
居宅介護支援センター ひまわりの郷
サニーステージ大和
まごの手社交倶楽部 たね
あおい訪問介護ステーション
耀 やまと
ふたば居宅介護支援事業所
デイサロン ふたば
リハビリデイサービス ｇｅｎｋｉ
デイサービス ハミング
神奈川県ホームヘルプ協会・大和
晃風園居宅介護支援センターぬくもり
アイムデイサービスセンター大和
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ中央林間
タツミケアプランセンター鶴間
らいおんハートリハビリ温泉デイサービス中央林間
スマイル鶴間
タツミの福祉用具
ピンポンデイハッピー渋谷
ケアサポート ゆかりの里
ドレミファランド介護ステーション
介護老人福祉施設 スミール桜ヶ丘
がんばろう製作所大和
居宅支援 ゆこす
ケアステーション ゆこす
福祉の便利屋 ゆこす
ミモザ在宅療養支援ステーション南林間
ベルビルガーデンやまと

居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
福祉用具貸与等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
福祉用具貸与等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
福祉用具貸与等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等

1473002747
1473002796
1474000278
1474000351
1474000526
1474000534
1474000542
1474001110
1474001136
1474001169
1474001177
1474100110
1474100243
1474100250
1474100268
1474100334
1474100409
1474100417
1474100433
1474100474
1474100532
1474100599
1474100599
1474100615
1474100672
1474100748
1474100755
1474100789
1474100797
1474100805
1474100813
1474101217
1474101225
1474101233
1474101241
1474101258
1474101266
1474101274
1474101290
1474101308
1474101316
1474101332
1474101340
1474101357
1474200209
1474200357
1474200498
1474200506
1474200712
1474200720
1474200761
1474200779
1474201058
1474201066

デイサービスセンター福寿やまと下鶴間
そんぽの家 大和
サン・ライフ福祉サービスセンター 伊勢原事業所
サン・ライフ福祉サービスセンター 伊勢原居宅支援事業所
株式会社デイサービスよしざわさんち
バーデンライフ伊勢原
ホームヘルプサービス 天使の手
クローバー訪問介護いせはら
すまいる
Ｔｈｅ Ｃｌｕｂ + 伊勢原
２４Ｈヘルプサービス ユッキーハウス
座間市社協在宅サービス事業所
ケアサービス ひなたぼっこ
てまりホームヘルプサービス
タカノ薬局 ケアプランセンター
やすらぎケアステーション
デイサービス カナンの家
デイサービス ふれんどりぃ
あおば福祉サービス
ケアサービスほほえみ
ケアサービス サンセール
セントケア座間
セントケア座間
株式会社英敬介護社 入谷デイサービスセンター
特別養護老人ホーム 第二座間苑
ふれんどりぃ つどい処
スカイプラザ ケアプランセンター
学研ココファン座間ヘルパーセンター
ケアサポートあおぞら
サロンディウェルハイム ひばりが丘
デイサービスニッセイサポート 相模が丘ホーム
あおば福祉サービス ひばりが丘
みのりケア
太陽の家座間
ひばり訪問介護ステーション座間
相模台病院居宅介護支援事業所
ひばりデイサービス座間
医療法人社団昌栄会 相武台病院居宅介護支援事業所
かなめ介護サービス居宅介護支援 緑ヶ丘
ケアプランセンター 太陽の家座間
アクア座間くりはらデイサービス
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ座間
かなめデイサービス
合同会社ざま福祉会
ワーカーズ・コレクティブ あい
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ厚木
居宅介護支援事業所びーな’Ｓ
ケアレンタル海老名
ワーカーズ・コレクティブあい 居宅支援
ケアネット海老名第Ⅱ
デイサービスセンター いきいき
ふじケアサービス海老名
今里ヘルパーステーション
ライフコート海老名ふるさと さくらんぼ

通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等

1474201074
1474201082
1474201090
1474201108
1474201116
1474201124
1474201132
1474201140
1474201157
1474201199
1474201207
1474201223
1474201231
1474201249
1474201249
1474300090
1474300181
1474300207
1474300223
1474300231
1474300322
1474300330
1474300348
1474300512
1474300520
1474300546
1474300553
1474300561
1474400114
1474400189
1474400189
1474400197
1474400346
1474400429
1474400825
1474400833
1474400841
1491200018
1491200026
1491300032
1491400147
1491600050
1492600109
1492600257
1492600265
1492600281
1492600299
1492600729
1492600737
1492600760
1492600786
1492600794
1492600836
1492600844

ライフコート海老名ふるさと デイサービスセンターさくらんぼ
ケアプラン・キラリ
桜ケアプラン海老名
さくら介護クラブ海老名
いずみ訪問介護ステーション
デイサービスいずみ
エンゼルあきちゃん 望地
カフェ デイサービス ゆめの木
サポートステーションえびな
イリーゼ海老名訪問介護センター
イリーゼ海老名居宅介護支援事業所
さくらクオーレプラス
ケアプラン クローバー
ニチイケアセンター海老名西
ニチイケアセンター海老名西
ツクイ南足柄
ケアプラン なかむら
通所介護センター 四季の丘
ツクイ南足柄
足柄介護サービス
すいふよう 居宅介護支援事業所
茶話本舗デイサービス大雄山亭
はなことば足柄
リビングケア居宅介護支援事業所南足柄
リビングケア唯の郷 南足柄
リビングケア唯の家 関本
リビングケア唯の郷 関本
訪問介護 ほっとの実
デイケアセンター エポック
サポートあやせ
サポートあやせ
介護ホーム幸緑園
サンライズ・ヴィラ綾瀬
ヒューマンライフケア望地
ヨウコーキャッスル綾瀬
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ綾瀬
ケアセンター caren かれん
グループホーム寒川かえで園
小規模多機能型居宅介護事業所 寒川きんもくせい
つぐみのおかデイサービス
おうち DE 介護 健康塾
健康ハーフデイ愛川
認知症デイサービスセンターたんぽぽ
セントケア相模大野デイサービスセンター
NPO法人 グループホーム アダージョ
小規模多機能型居宅介護 憩
グループホーム 憩
第２小規模多機能ホーム芙蓉の園
グループホームみさき豊町
あさみぞハウス
グループホームたんぽぽ上溝
グループホームたんぽぽ相武台
花織しもみぞ
ライブラリ淵野辺 小規模多機能型居宅介護事業所

通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
訪問入浴介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等

1492600851
1492600885
1492600943
1492600950
1492601008
1492700040
1492700081
1492700099
1492700107
1492700115
1492800048
1492800063
1492800071
1492800139
1492800147
1492900210
1492900228
1492900236
1492900244
1493000051
1493000143
1493000143
1493000150
1493000275
1493000283
1493000291
1494000050
1494000142
1494100033
1494100074
1494100108
1494200023
1494200031
1494300054
1494300070
1494300088
1494300096
1494300104
1494400086
1494400094

ライブラリ東林間
相模原デイサービス南台
パナソニック エイジフリーケアセンター相模原相模大野・小規模多機能
花織さがみ御園
アクア東林グループホーム
たんぽぽ
それいけ！デイサービスセンター
グループホームあおぞら 三崎
グループホームあおぞら 三浦海岸
あおぞら倶楽部
ソレスタ秦野
医療法人社団三喜会 グループホーム鶴巻
医療法人社団三喜会 デイサービスセンター鶴巻
セントケアホーム桃の木原
グループホームこ・みかん
看護小規模多機能型居宅介護事業いわしぐも
リビングケア唯の家下依知
機能訓練型 デイサービスコスモス
デイサービス厚木水引
小規模多機能型居宅介護事業所 げんきステーション より道一休
花物語 やまと西
花物語 やまと西
特別養護老人ホーム晃風園ぬくもり
デイホーム ベルビルサロンつるま
デイホーム ベルビルサロン田園
MOリハビリセンター
夜間ヘルパーステーション 絆
ル・パラディ
グループホーム あいち
愛の家グループホーム座間
看護小規模多機能型居宅介護 まさみ
グループホーム ちいさな手海老名ふれあいの丘
中心荘第二老人ホーム
グループホーム 和らぎ
ほうとく 弐番館
グループホームすいふようの郷
デイホームすいふようの郷
リバーサイドすいふよう
小規模多機能型居宅介護事業所 たんぽぽ あゆみ
リビングケア唯の家 綾瀬寺尾台西

認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
看護小規模多機能型居宅介護
通所介護等
通所介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等

